
※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【農業・林業】 1 株式会社キタムラ （岩手県） 一般社団法人ＩＷＡ　ＪＡＰＡＮ （東京都） 厚生労働省静岡労働局 （静岡県）
安積疏水土地改良区 （福島県） 株式会社薬王堂 （岩手県） 2 株式会社カーブスジャパン （静岡県） 【公務員（地方）】 16
【建設業】 4 株式会社アイエーオートバックス （宮城県） 【教育、学習支援業（学校教育）】 7 福島県 （福島県） 2
文化設備工業株式会社 （福島県） 株式会社ファミリーマート （宮城県） 学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム 桜の聖母学院 （福島県） 二本松市 （福島県）
株式会社石井工務店 （福島県） 株式会社タカヤナギ （秋田県） 学校法人佐藤学園　開南幼稚園 （福島県） 伊達市 （福島県） 2
日本住宅株式会社 （宮城県） 株式会社イング （東京都） 学校法人吉野学園認定こども園わかば幼稚園 （福島県） 会津美里町 （福島県）
ＪＡＰＡＮ　ＨＯＭＥ　ＷＡＮＤ株式会社 （宮城県） 株式会社ネクステージ （東京都） 国立大学法人筑波大学 （茨城県） 田村市 （福島県）
【製造業（化学工業・石油・石炭製品製造業）】 1 株式会社ウオロク （新潟県） 学校法人明星学園 （東京都） 二戸市 （岩手県）
株式会社アルビオン （東京都） 株式会社コメリ （新潟県） 学校法人神宮学院 （新潟県） 宮城県 （宮城県）
【製造業（電気・情報通信機械器具製造業）】 2 株式会社クスリのアオキ （石川県） 学校法人津田学園 （三重県） 仙台市 （宮城県）
北部通信工業株式会社 （福島県） 【金融業】 16 【教育、学習支援業（その他）】 11 山形県 （山形県）
白河オリンパス株式会社 （福島県） 会津信用金庫 （福島県） 株式会社イーブレイン （福島県） 千葉県 （千葉県）
【製造業（その他）】 1 株式会社大東銀行 （福島県） 株式会社東日本学院 （福島県） 千葉県（警察） （千葉県）
日本全薬工業株式会社 （福島県） 株式会社東邦銀行 （福島県） 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｓｉｓｔ （福島県） 新潟市（消防） （新潟県）
【電気・ガス・熱供給・水道業】 2 株式会社福島銀行 （福島県） ヒューマンアカデミー株式会社 （宮城県） 能美市 （石川県）
東北電力株式会社 （宮城県） 株式会社秋田銀行 （福島県） 株式会社フーレイ （宮城県） 岐阜県（警察） （岐阜県）
株式会社エネックス （東京都） 郡山信用金庫 （福島県） 株式会社仙台進学プラザ （宮城県） 3 【公務員（保育士）】 12
【情報通信業】 19 須賀川信用金庫 （福島県） 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｓｉｓｔ （宮城県） 福島市（保育士） （福島県） 2
朝日システム株式会社 （福島県） 株式会社青森銀行 （青森県） 株式会社新潟ソフトアカデミー （新潟県） 郡山市（保育士） （福島県）
株式会社エス・シー・シー（シティ情報ふくしま） （福島県） 株式会社岩手銀行 （岩手県） 株式会社ＮＳＧホールディングス （新潟県） 軽米町（保育士） （岩手県）
エリクソン・ジャパン株式会社 （宮城県） 杜の都信用金庫 （宮城県） 【医療業・保健衛生】 3 仙台市（保育士） （宮城県） 5
株式会社ジェイアール東日本企画 （宮城県） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 一般財団法人温知会　会津中央病院 （福島県） 柴田町（保育士） （宮城県）
株式会社ティーダシステム （宮城県） 株式会社北都銀行 （秋田県） 社会福祉法人楡の会 （北海道） 山形市（保育士） （山形県）
株式会社マクロミル （宮城県） 鶴岡信用金庫 （山形県） 医療法人松田グループ松田クリニック （神奈川県） 真岡市（保育士） （栃木県）
株式会社ＳＪＣ （宮城県） 株式会社常陽銀行 （茨城県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 11 【教員（国立・公立）】 56
株式会社ＵＳＥＮーＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ （宮城県） 栃木県信用保証協会 （栃木県） スタンディ株式会社 （福島県） 福島県公立学校 （福島県） 34
アジアパシフィックシステム総研株式会社 （埼玉県） 株式会社足利銀行 （栃木県） 特定非営利活動法人こども緊急サポートふくしま （福島県） 福島県公立幼稚園 （福島県）
日本ディクス株式会社 （東京都） 【保険業】 8 社会福祉法人ちゅうりっぷ福祉会 ちゅうりっぷ保育園 （福島県） 岩手県公立学校 （岩手県） 2
株式会社システムコンサルタント （東京都） 明治安田生命保険相互会社 （福島県） 社会福祉法人どろんこ会 （福島県） 宮城県公立学校 （宮城県）
株式会社ゼウス・エンタープライズ （東京都） 福島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ福島） （福島県） 社会福祉法人聖母愛真会こじか「子どもの家」 （福島県） 仙台市公立学校 （宮城県） 3
株式会社ブーミング （東京都） 住友生命保険相互会社 （宮城県） 2 社会福祉法人ロザリオの聖母会 （宮城県） 山形県公立学校 （山形県） 3
株式会社マーチャンダイジング・オン （東京都） あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （山形県） 社会福祉法人宮城厚生福祉会　乳銀杏保育園 （宮城県） 茨城県公立学校 （茨城県） 3
株式会社創源 （東京都） ほけんの窓口グループ株式会社 （東京都） 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 （宮城県） 栃木県公立学校 （栃木県） 4
株式会社東京サウンド・プロダクション （東京都） 日本生命保険相互会社 （東京都） 有限会社ウイングシステム （埼玉県） 埼玉県公立学校 （埼玉県） 2
株式会社ＮＴＴドコモ （東京都） 東京海上日動火災保険株式会社 （東京都） 株式会社ベネッセスタイルケア （東京都） 横浜市公立学校 （神奈川県）

株式会社Ｒｏｏｔｓ （東京都） 【不動産取引・賃貸・管理業】 8 社会保険診療報酬支払基金 （東京都） 新潟県公立学校 （新潟県）
株式会社コスモネット （神奈川県） 郡中丸木株式会社 （福島県） 【サービス業（その他）】 15 富山県公立学校 （富山県）
【運輸業・郵便業】 5 株式会社一誠商事 （茨城県） 株式会社ウィルグループ （福島県） 【教員（国立・公立）臨時採用】 17
株式会社丸山運送 （宮城県） 大東建託リーシング株式会社 （東京都） ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社 （青森県） 福島大学附属特別支援学校 （福島県）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （茨城県） 2 株式会社オープンハウス （東京都） 株式会社アットヒューマンヴィジョン （宮城県） 福島県公立学校 （福島県） 5
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （東京都） 株式会社グランドホーム （東京都） 株式会社東京商工リサーチ （宮城県） 川俣町公立学校 （福島県）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （長野県） 株式会社ホームネット （東京都） ディップ株式会社 （東京都） 青森県公立学校 （青森県）
【卸売業】 2 株式会社新日本建物 （東京都） パーソルキャリア株式会社 （東京都） 岩手県公立学校 （岩手県）
東北容器工業株式会社 （青森県） 株式会社新都市ライフホールディングス （東京都） レバレジーズ株式会社 （東京都） 宮城県公立学校 （宮城県）
株式会社フォーバル （東京都） 【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】 3 株式会社アウトソーシングテクノロジー （東京都） 秋田県公立学校 （秋田県）
【小売業】 21 株式会社ケーネス （宮城県） 株式会社ウィルグループ （東京都） 3 茨城県公立学校 （茨城県） 4
株式会社ギフトプラザ （福島県） レイスグループ （東京都） 株式会社ジンジブ （東京都） 東海村立東海南中学校 （茨城県）
株式会社ダイユーエイト （福島県） 株式会社アイレップ （東京都） 株式会社マイナビ （東京都） 滋賀県公立学校 （滋賀県）
株式会社ヤマキ寝具 （福島県） 【宿泊業・飲食サービス業】 1 株式会社マッシュ （東京都） 【進学】 21
株式会社ヨークベニマル （福島県） 株式会社ユミィリゾート （栃木県） オリックス・ホテルマネジメント株式会社 （神奈川県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 15
福島ダイハツ販売株式会社 （福島県） 【生活関連サービス業・娯楽業】 6 【公務員（国家）】 6 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県）
福島トヨタ自動車株式会社 （福島県） こころネット株式会社 （福島県） 福島地方裁判所 （福島県） 2 秋田大学大学院教育学研究科 （秋田県）
福島トヨペット株式会社 （福島県） 2 公益財団法人郡山市観光交流振興公社 （福島県） 国税庁仙台国税局 （宮城県） 筑波大学大学院人間総合科学研究群 （茨城県） 3
福島日産自動車株式会社 （福島県） 株式会社ラウンドワン （福島県） 総務省東北総合通信局 （宮城県） 新羅大学大学院文化芸術経営学科 （その他）
ＭＸモバイリング株式会社 （福島県） 株式会社Ｊヴィレッジ （福島県） 法務省専門職員（人間科学） （東京都）

令和２年度　卒業者　就職・進学先一覧
【人間発達文化学類】

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【建設業】 3 株式会社山形銀行 （山形県） 2 【公務員（国家）】 37 常陸太田市 （茨城県）
東日本ダイワ株式会社 （福島県） 一般社団法人千葉県信用保証協会 （千葉県） 厚生労働省労働基準監督官 （福島県） 日立市 （茨城県）
高柳電設工業株式会社 （福島県） 【保険業】 3 厚生労働省福島労働局 （福島県） 5 茨城県 （茨城県）
株式会社ＴＴＫ （宮城県） 福島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ福島） （福島県） 福島地方検察庁 （福島県） 茨城県（警察） （茨城県）
【製造業（化学工業・石油・石炭製品製造業）】 1 明治安田生命保険相互会社 （宮城県） 福島地方裁判所 （福島県） 2 行方市 （茨城県）
株式会社ノエビア （宮城県） 全国共済農業協同組合連合会群馬県本部（ＪＡ共済連群馬） （群馬県） 防衛省陸上自衛隊 （北海道） 栃木県 （栃木県）
【製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業）】 2 【不動産取引・賃貸・管理業】 7 厚生労働省岩手労働局 （岩手県） 大田原市 （栃木県）
東開工業株式会社 （福島県） 株式会社カチタス （宮城県） 仙台市地方裁判所 （宮城県） みどり市 （群馬県）
岡本工業株式会社 （東京都） 株式会社ワールドアイシティ （宮城県） 厚生労働省宮城労働局 （宮城県） 2 太田市 （群馬県）
【製造業（はん用・生産用・業務用機械器具製造業）】 2 フォーシーズ株式会社 （東京都） 厚生労働省東北厚生局 （宮城県） 埼玉県 （埼玉県）
タニコー株式会社 （福島県） 株式会社オープンハウス （東京都） 国土交通省東北地方整備局 （宮城県） 2 新発田市 （新潟県）
株式会社タンガロイ （福島県） 株式会社ハウスドゥ （東京都） 国土交通省東北運輸局 （宮城県） 富山県 （富山県）
【製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造業）】 1 株式会社メイクス （東京都） 国税庁仙台国税局 （宮城県） 5 長野県 （長野県）
アルプスアルパイン株式会社 （東京都） ＴＯＫＹＯ　ＢＩＧ　ＨＯＵＳＥ株式会社 （東京都） 法務省東北地方更生保護委員会 （宮城県） 長野県（警察） （長野県）
【製造業（その他）】 1 【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】 5 総務省東北管区行政評価局 （宮城県） 和歌山県 （和歌山県）

仙台森紙業株式会社 （宮城県） 株式会社リクルート （岩手県） 警察庁東北管区警察局 （宮城県） 【教員（国立・公立）】 1
【電気・ガス・熱供給・水道業】 3 株式会社ＫＤＤＩエボルバ （宮城県） 防衛省陸上自衛隊 （宮城県） 2 茨城県公立学校 （茨城県）
東北公営企業株式会社 （岩手県） 社会保険労務士法人ＴＭＣ （栃木県） 2 厚生労働省秋田労働局 （秋田県） 【進学】 4
東北電力株式会社 （宮城県） 2 共同エンジニアリング株式会社 （東京都） 厚生労働省山形労働局 （山形県） 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県） 2
【情報通信業】 16 【宿泊業・飲食サービス業】 2 山形地方検察庁 （山形県） 一橋大学法科大学院 （東京都）
株式会社福島民報社 （福島県） 株式会社エフライフ （福島県） 山形地方裁判所 （山形県） 上越教育大学大学院学校教育研究科 （新潟県）
株式会社福島県中央計算センター （福島県） 株式会社松商 （群馬県） 国税庁関東信越国税局 （埼玉県）
株式会社岩手日報社 （岩手県） 【教育、学習支援業（その他）】 2 農林水産省関東農政局 （埼玉県）
株式会社アート・システム （宮城県） 株式会社東日本学院 （福島県） 林野庁 （東京都）
株式会社第一広告社 （宮城県） 株式会社サン・ヤマモト （神奈川県） 財務省横浜税関 （神奈川県） 2
株式会社ＹＣＣ情報システム （山形県） 【医療業・保健衛生】 6 【公務員（地方）】 65
栃木ケーブルテレビ株式会社 （栃木県） きらり健康生活協同組合 （福島県） 福島県 （福島県） 11
アイテル株式会社 （東京都） 公立藤田総合病院 （福島県） 福島県（警察） （福島県） 3
株式会社アドービジネスコンサルタント （東京都） 公益財団法人仙台市医療センター　仙台オープン病院 （宮城県） 2 福島県（警察事務） （福島県）
株式会社インテックソリューションパワー （東京都） 日本赤十字社　茨城県支部 （茨城県） 福島市 （福島県） 3
株式会社クロスキャット （東京都） 独立行政法人国立病院機構 （茨城県） 郡山市 （福島県）
株式会社システムコンサルタント （東京都） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 9 いわき市 （福島県）
株式会社ライフシンク （東京都） 株式会社サシノベルテ （福島県） 須賀川市 （福島県）
株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー （東京都） 株式会社同仁社 （福島県） 伊達市 （福島県） 2
株式会社ＤＮＰ情報システム （東京都） 社会福祉法人北信福祉会 （福島県） 会津若松市 （福島県）
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 （東京都） 福島県市町村職員共済組合 （福島県） 会津美里町 （福島県）
【運輸業・郵便業】 4 社会保険診療報酬支払基金 （宮城県） 西会津町 （福島県）
第一貨物株式会社 （山形県） 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 （宮城県） 西郷村 （福島県）
株式会社ＪＲ東日本サービスクリエーション （栃木県） 特定非営利活動法人ひたちＮＰＯセンター・ｗｉｔｈ　ｙｏｕ （茨城県） 金山町 （福島県）
日本通運株式会社 （東京都） 社会福祉法人パステル （栃木県） 札幌市 （北海道）
日本郵便輸送株式会社 （東京都） 社会福祉法人栃尾福祉会 （新潟県） 住田町 （岩手県）
【卸売業】 1 【複合サービス事業】 5 岩手県 （岩手県）
ノーリンホームテック株式会社 （千葉県） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （福島県） 宮城県 （宮城県） 2
【小売業】 7 夢みなみ農業協同組合 （福島県） 2 仙台市 （宮城県） 4
株式会社ベルパーク （宮城県） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （宮城県） 仙台市交通局 （宮城県）
山形トヨペット株式会社 （山形県） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （山形県） 大崎市 （宮城県） 2
株式会社山新 （茨城県） 【サービス業（宗教）】 1 岩沼市 （宮城県）
株式会社タカラコーポレーション （群馬県） 宗教法人上杉神社 （山形県） 登米市 （宮城県）
株式会社ＡＨＢ （東京都） 【サービス業（その他）】 6 七ケ宿町 （宮城県）
株式会社ＩＤＯＭ （東京都） 富士ソフトサービスビューロ株式会社 （福島県） 大仙市 （秋田県）
株式会社ゆめ酵母 （神奈川県） 福島県商工会連合会 （福島県） 秋田県 （秋田県）
【金融業】 7 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台 （宮城県） 庄内町 （山形県）
株式会社大東銀行 （福島県） ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社 （宮城県） 酒田市 （山形県）
株式会社東邦銀行 （福島県） 2 公益社団法人山形市シルバー人材センター （山形県） 高畠町 （山形県）
株式会社七十七銀行 （宮城県） 株式会社ゼロイン （東京都） 鶴岡市 （山形県） 2

令和２年度　卒業者　就職・進学先一覧
【行政政策学類】

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【農業・林業】 3 株式会社アルファシステムズ （神奈川県） 株式会社ジャックス （東京都） 株式会社アウトソーシングテクノロジー （東京都）
有限会社陣野林業 （福島県） 【運輸業・郵便業】 8 株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業 （東京都） 株式会社キャリアデザインセンター （東京都）
株式会社オヤマ （岩手県） 株式会社サカイ引越センター （福島県） 株式会社第四銀行 （新潟県） 株式会社クイック （東京都）
株式会社アグリテクノ （埼玉県） 青い森鉄道株式会社 （青森県） 【保険業】 9 株式会社ネオキャリア （東京都）
【建設業】 11 株式会社丸和運輸機関 （埼玉県） 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （福島県） ＵＴグループ株式会社 （東京都）
アイワビルド株式会社 （福島県） 2 山九株式会社 （東京都） 東京海上日動火災保険株式会社 （福島県） 株式会社Ｉｍｍｕｒａｉｓｅ （愛知県）
株式会社内藤工業所 （福島県） 日本貨物鉄道株式会社 （東京都） 株式会社保険見直し本舗 （福島県） フジアルテ株式会社 （大阪府）
株式会社郡山塗装 （福島県） 株式会社日新 （東京都） 福島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ福島） （福島県） 株式会社ザメディアジョン （大阪府）
セキスイハイム東北株式会社 （宮城県） 株式会社ＪＲ東日本サービスクリエーション （東京都） 東京海上日動火災保険株式会社 （岩手県） 株式会社ワールドインテック （福岡県）
株式会社ＴＴＫ （宮城県） 西濃運輸株式会社 （岐阜県） 住友生命保険相互会社 （宮城県） 【自営】 2
栃木セキスイハイム株式会社 （栃木県） 【卸売業】 7 日本生命保険相互会社　仙台支社 （宮城県） 2 個人衣料店 （福島県）
東日本高速道路株式会社 （東京都） 佐藤株式会社 （福島県） 明治安田生命保険相互会社 （東京都） 農業 （山形県）
株式会社一条工務店 （静岡県） 株式会社ニノテック （福島県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 8 【公務員（国家）】 9
株式会社森本組 （大阪府） カメイ株式会社 （宮城県） 2 株式会社タカラレーベン東北 （宮城県） 厚生労働省福島労働局 （福島県）
株式会社鴻池組 （大阪府） 株式会社イーストコア （宮城県） 株式会社カチタス （群馬県） 国土交通省東北地方整備局 （宮城県）
【製造業（食料品・飲料・たばこ・飼料製造業）】 2 株式会社小泉 （東京都） イオンモール株式会社 （千葉県） 財務省東北財務局 （宮城県） 2
株式会社東北フジパン （宮城県） 株式会社南出キカイ （大阪府） 東武タウンソラマチ株式会社 （東京都） 国税庁関東信越国税局 （埼玉県）
クラシエフーズ株式会社 （東京都） 【小売業】 29 株式会社ザイマックスアルファ （東京都） 特許庁 （東京都）
【製造業（印刷・同関連業）】 1 日産プリンス福島販売株式会社 （福島県） 株式会社岡田不動産 （東京都） 防衛省 （東京都）
常盤化工株式会社 （宮城県） 有限会社アサカサービスセンター （福島県） 株式会社ハウスドゥ （京都府） 防衛省海上自衛隊 （東京都）
【製造業（化学工業・石油・石炭製品製造業）】 2 株式会社アインホールディングス （福島県） 株式会社ネクサスエージェント （大阪府） 国税庁名古屋国税局 （愛知県）
株式会社細川洋行 （東京都） 株式会社マルト （福島県） 【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】 11 【公務員（地方）】 38
日本臓器製薬株式会社 （大阪府） 株式会社ヨークベニマル （福島県） 2 アクセンチュア株式会社 （福島県） 福島県 （福島県） 6
【製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業）】 2 株式会社リオン・ドールコーポレーション （福島県） 株式会社マルダ （福島県） 福島県（警察） （福島県）
東京製綱株式会社 （東京都） 株式会社文化堂 （福島県） 株式会社菅家経営センター （福島県） 福島市 （福島県） 3
株式会社シマキュウ （新潟県） 生活協同組合コープふくしま （福島県） 税理士法人三部会計事務所 （福島県） 郡山市 （福島県）

1 株式会社ニトリ （北海道） アクセンチュア株式会社 （東京都） 須賀川市 （福島県）
株式会社前川製作所 （東京都） 株式会社薬王堂 （岩手県） ブランディングテクノロジー株式会社 （東京都） いわき市 （福島県）
【製造業（輸送用機械器具製造業）】 1 株式会社やまや （宮城県） レイスグループ （東京都） 会津若松市 （福島県）
ＳＷＳ東日本株式会社 （岩手県） 株式会社オンデーズ （宮城県） 株式会社グレイン・エス・ピー （東京都） 下郷町 （福島県）
【電気・ガス・熱供給・水道業】 3 株式会社ドン・キホーテ （宮城県） 株式会社ＣＢホールディングス （東京都） 猪苗代町 （福島県）
東北電力株式会社 （宮城県） 2 トヨタカローラ新茨城株式会社 （茨城県） 辻・本郷税理士法人 （東京都） 青森県 （青森県） 2
東京ガスパイプネットワーク株式会社 （東京都） 株式会社山新 （茨城県） 税理士法人小川会計 （新潟県） 弘前市 （青森県）
【情報通信業】 28 茨城トヨタ自動車株式会社 （茨城県） 【宿泊業・飲食サービス業】 2 八戸市 （青森県） 2
朝日システム株式会社 （福島県） ウエルシア薬局株式会社 （東京都） 株式会社ひようたんや （京都府） 岩手県 （岩手県） 2
東京コンピュータサービス株式会社 （福島県） ビッグモーターグループ （東京都） 株式会社くら寿司 （大阪府） 大崎市 （宮城県）
株式会社エフコム （福島県） 日本調剤株式会社 （東京都） 【生活関連サービス業・娯楽業】 5 富谷市 （宮城県）
株式会社システムフォワード （福島県） 株式会社ハードオフコーポレーション （東京都） 常磐興産株式会社 （福島県） 山形県 （山形県） 3
株式会社ＮＴＴ東日本－東北 （福島県） 株式会社ヨドバシカメラ （東京都） 株式会社リアルライフ （福島県） 白鷹町 （山形県）
福島コンピューターシステム株式会社 （福島県） 株式会社北越ケーズ （新潟県） 東武トップツアーズ株式会社 （東京都） 茨城県 （茨城県）
東北インフォメーション・システムズ株式会社 （宮城県） 株式会社クスリのアオキ （石川県） 4 ＦＡＶＯＲＩＸ　ＢＥＡＵＴＹ株式会社 （東京都） 茨城県（警察） （茨城県）
株式会社アテネコンピュータシステム （宮城県） ビッグモーターグループ （静岡県） 株式会社ＫＯＫＫ （新潟県） つくば市 （茨城県）
株式会社マクロミル （宮城県） 4 株式会社西松屋チェーン （兵庫県） 【教育、学習支援業（その他）】 1 常陸太田市 （茨城県）
株式会社両毛システムズ （宮城県） 【金融業】 25 ベスト学院株式会社 （福島県） 笠間市 （茨城県）
株式会社日立ソリューションズ東日本 （宮城県） 二本松信用金庫 （福島県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 2 佐野市 （栃木県）
株式会社Ｗｉｚ（ワイズ） （宮城県） 株式会社日本政策金融公庫　中小企業事業 （福島県） 株式会社ニチイケアパレス （東京都） 板倉町 （群馬県）
株式会社ＴＫＣ （栃木県） 株式会社東邦銀行 （福島県） 4 社会保険診療報酬支払基金 （東京都） 群馬県 （群馬県）
エヌアイシー・ソフト株式会社 （東京都） 株式会社福島銀行 （福島県） 2 【複合サービス事業】 4 千代田区 （東京都）
システム・エボリューション株式会社 （東京都） 福島信用金庫 （福島県） ふくしま未来農業協同組合 （福島県） 2 【教員（国立・公立）臨時採用】 1
ジップインフォブリッジ株式会社 （東京都） 郡山信用金庫 （福島県） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （福島県） 宮城県公立学校 （宮城県）
パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 （東京都） 岩手県信用保証協会 （岩手県） 福島県農業協同組合中央会（ＪＡ福島中央会） （福島県） 【進学】 5
東日本電信電話　（ＮＴＴ東日本）株式会社 （東京都） 株式会社北日本銀行 （岩手県） 【サービス業（その他）】 15 福島大学大学院経済学研究科 （福島県）
株式会社ぴえろ （東京都） 東北労働金庫 （宮城県） 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 （福島県） 東北大学大学院経済学研究科 （宮城県）
株式会社アドービジネスコンサルタント （東京都） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 3 株式会社同仁社 （福島県） 大原学園 （栃木県）
株式会社ジャステック （東京都） 新庄信用金庫 （山形県） 株式会社マーキュリー （宮城県） 一橋大学国際・公共政策大学院 （東京都）
株式会社ティーガイア （東京都） 株式会社常陽銀行 （茨城県） 3 クラウドグレイス株式会社 （東京都） 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 （東京都）
株式会社メンバーズ （東京都） さわやか信用金庫 （東京都） 日本私立学校振興・共済事業団 （東京都）
株式会社日本農業新聞 （東京都） 岡三証券株式会社 （東京都） 株式会社アウトソーシング （東京都）

【製造業（はん用・生産用・業務用機械器具製造業）】

令和２年度　卒業者　就職・進学先一覧
【経済経営学類】

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）　
卒業者数 卒業者数

【建設業】 3 【公務員（地方）】 5
株式会社興盛工業所 （宮城県） 福島県（警察） （福島県）
古河林業株式会社 （東京都） 福島市 （福島県）
株式会社ＮＩＰＰＯ （東京都） 川内村 （福島県）
【製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業）】 2 久慈市 （岩手県）
東開工業株式会社 （福島県） 2 北上市 （岩手県）
【製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造業）】 1 【進学】 1
東京エレクトロン東北株式会社 （岩手県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県）
【製造業（電気・情報通信機械器具製造業）】 1
株式会社ツガワ （神奈川県）

【情報通信業】 4
ソフトバンク株式会社 （福島県）
株式会社アイティ・コミュニケーションズ （宮城県）
株式会社オン・ザ・プラネット （東京都）
株式会社クレス （東京都）
【卸売業】 1
株式会社クラシマ （福島県）
【小売業】 10
大久自動車販売株式会社 （福島県）
福島スバル自動車株式会社 （福島県）
福島ダイハツ販売株式会社 （福島県）
福島日産自動車株式会社 （福島県）
トヨタカローラ岩手株式会社 （岩手県）
ネッツトヨタ岩手株式会社 （岩手県）
岩手トヨペット株式会社 （岩手県）
株式会社ツルハ （宮城県） 2
衣服小売店 （東京都）
【金融業】 6
株式会社大東銀行 （福島県）
株式会社東邦銀行 （福島県） 2
株式会社岩手銀行 （岩手県）
株式会社七十七銀行 （宮城県）
岡三証券株式会社 （東京都）
【不動産取引・賃貸・管理業】 3
株式会社オノヤ （福島県）
株式会社カチタス （群馬県）
株式会社オープンハウス （東京都）
【物品賃貸業】 1
西尾レントオール株式会社 （福島県）
【生活関連サービス業・娯楽業】 1
アルファクラブ株式会社 （福島県）
【医療業・保健衛生】 3
きらり健康生活協同組合 （福島県）
医療法人五光会　福島寿光会病院 （福島県）
福島県厚生農業協同組合連合会（ＪＡ福島厚生連） （福島県）
【社会保険・社会福祉・介護事業】 4
日本年金機構 （福島県）
社会福祉法人福島県社会福祉事業団 （福島県）
大阪府国民健康保険団体連合会 （大阪府）
株式会社いきいきライフ阪急阪神 （兵庫県）
【複合サービス事業】 2
夢みなみ農業協同組合 （福島県） 2
【サービス業（その他）】 2
株式会社同仁社 （福島県）
株式会社エイネス （東京都）

令和２年度　卒業者　就職・進学先一覧
【現代教養コース】

会　社　名　等 会　社　名　等



※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【建設業】 9 【運輸業・郵便業】 3 郡山市 （福島県） 【進学】 54
セコムエンジニアリング株式会社 （福島県） 東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （宮城県） 二本松市 （福島県） 福島大学大学院共生システム理工学研究科 （福島県） 48
佐藤工業株式会社 （福島県） 第一貨物株式会社 （山形県） 川俣町 （福島県） 東北大学大学院工学研究科 （宮城県）
東北ボーリング株式会社 （宮城県） 東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （東京都） 久慈市 （岩手県） 千葉大学大学院融合理工学府 （千葉県）
株式会社ユアテック（東北電力企業グループ） （宮城県） 【卸売業】 1 岩手県 （岩手県） 2 東京ビジュアルアーツ専門学校 （東京都）
株式会社興盛工業所 （宮城県） 有限会社昭和メタル （埼玉県） 大崎市 （宮城県） 東京農工大学大学院工学府 （東京都）
三和シャッター工業株式会社 （東京都） 【小売業】 6 横手市 （秋田県） 長岡技術科学大学大学院工学研究科 （新潟県）
東京街路株式会社 （東京都） 株式会社リオン・ドールコーポレーション （福島県） 山形県 （山形県） 鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科 （鳥取県）
株式会社キタック （新潟県） 福島日産自動車株式会社 （福島県） 2 山形県（総合土木） （山形県）
中設エンジ株式会社 （愛知県） 株式会社やまや （宮城県） 鶴岡市 （山形県）
【製造業（化学工業・石油・石炭製品製造業）】 2 イオン東北株式会社 （秋田県） 佐渡市 （新潟県）
日新製薬株式会社 （山形県） 株式会社メガネスーパー （東京都） 【教員（国立・公立）臨時採用】 2
株式会社コロナ （新潟県） 【金融業】 2 福島県公立学校 （福島県）
【製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造業）】 3 株式会社東邦銀行 （福島県） 宮城県公立学校 （宮城県）
富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社 （福島県） 郡山信用金庫 （福島県）
白河オリンパス株式会社 （福島県） 【保険業】 2
スタンレー電気株式会社 （東京都） 明治安田生命保険相互会社 （宮城県）
【製造業（電気・情報通信機械器具製造業）】 4 明治安田生命保険相互会社 （東京都）
大同信号株式会社 （福島県） 【物品賃貸業】 1
株式会社シグマ （福島県） 日立建機日本株式会社 （埼玉県）
ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 （福島県） 【学術研究、専門・技術サービス業（学術・開発研究機関）】 2
秋田エプソン株式会社 （秋田県） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 （福島県）
【電気・ガス・熱供給・水道業】 2 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 （茨城県）
相馬共同火力発電株式会社 （福島県） 【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】 8
北陸電力株式会社 （富山県） 新協地水株式会社 （福島県）
【情報通信業】 31 日本工営株式会社 （福島県）
株式会社エフコム （福島県） 株式会社アセンド （福島県）
株式会社福島情報処理センター （福島県） 陸奥テックコンサルタント株式会社 （福島県）
株式会社福島民報社 （福島県） 中央コンサルタンツ株式会社 （宮城県）
福島コンピューターシステム株式会社 （福島県） 4 大日本コンサルタント株式会社 （東京都）
テクノ・マインド株式会社 （宮城県） 株式会社オリエンタルコンサルタンツ （東京都）
株式会社アイエスビー東北 （宮城県） 株式会社ＮＪＳ （東京都）
株式会社クロスキャット （宮城県） 【教育、学習支援業（その他）】 1
株式会社デジタルトラスト （宮城県） アプスデザイン．株式会社 （福島県）
株式会社パナソニックシステムネットワークス開発研究所 （宮城県） 【医療業・保健衛生】 2
株式会社日立ソリューションズ東日本 （宮城県） 社会医療法人秀公会　あづま脳神経外科病院 （福島県）
ＮＥＣネットイノベーション株式会社 （宮城県） 福島医療生活協同組合 （福島県）
株式会社日立産業制御ソリューションズ （茨城県） 【サービス業（その他）】 9
株式会社ツリーベル （栃木県） いわき商工会議所 （福島県）
株式会社日立ケーイーシステムズ （千葉県） 株式会社スタッフサービス・エンジニアリング （千葉県）
アルファコンピュータ株式会社 （東京都） 株式会社アウトソーシングテクノロジー （東京都） 3
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 （東京都） 株式会社ＶＳＮ （東京都） 2
ソーバル株式会社 （東京都） パーソルＲ＆Ｄ株式会社 （神奈川県）

フォース株式会社 （東京都） 株式会社ワールドインテック （広島県）
マルチコミュ二ケーション株式会社 （東京都） 【自営】 2
富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社 （東京都） 個人事務所 （福島県）
日本ハムシステムソリューションズ株式会社 （東京都） 個人工務店 （栃木県）
株式会社アルゴグラフィックス （東京都） 【公務員（国家）】 2
株式会社ＦＬＩＮＴＥＲＳ （東京都） 国土交通省東北地方整備局 （宮城県）
ＫＣＣＳモバイルエンジニアリング株式会社 （東京都） 国税庁仙台国税局 （宮城県）
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 （東京都） 【公務員（地方）】 16
株式会社ビット・エイ （新潟県） 福島県（土木） （福島県） 2
株式会社静岡情報処理センター （静岡県） 福島県（林業） （福島県）
株式会社トヨタシステムズ （愛知県） 福島県（警察） （福島県）

【共生システム理工学類】
会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等

令和２年度　卒業者　就職・進学先一覧



※修了者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）

修了者数 修了者数
【製造業（その他）】 1 5
株式会社保志（アルテマイスター） （福島県） 株式会社タンガロイ （福島県）
【情報通信業】 2 株式会社青木固研究所 （長野県）
東邦情報システム株式会社 （福島県） 東レ・メディカル株式会社 （静岡県）
株式会社下野新聞社 （栃木県） 橋本エンジニアリング株式会社 （静岡県）
【御売業】 1 株式会社ＦＵＪＩ （愛知県）
トヨタモビリティパーツ株式会社 （福島県） 5
【教育、学習支援業（学校教育）】 1 ＡＧＣエレクトロニクス株式会社 （福島県）
学校法人尚絅学院 （宮城県） アルプスアルパイン株式会社 （宮城県）
【教育、学習支援業（その他）】 2 日本電産コパル電子株式会社 （栃木県）
一般財団法人ヤマハ音楽振興会 （福島県） 株式会社芝浦電子 （埼玉県）
【医療業・保健衛生】 2 アルプスアルパイン株式会社 （東京都）
医療法人慈圭会　すがのクリニック （福島県） 【製造業（電気・情報通信機械器具製造業）】 3
医療法人明精会　会津西病院 （福島県） 福島キヤノン株式会社 （福島県）
【公務員（国家）】 1 池上通信機株式会社 （栃木県）
法務省 （茨城県） 東京計器株式会社 （東京都）
【公務員（地方）】 2 【製造業（輸送用機械器具製造業）】 1
千葉市 （千葉県） 日産車体株式会社 （神奈川県）

山梨県 （山梨県） 【製造業（その他）】 2
【教員（国立・公立）】 3 テクノクオーツ株式会社 （山形県）
福島県公立学校 （福島県） 2 三和テッキ株式会社 （栃木県）
宮城県公立学校 （宮城県） 【電気・ガス・熱供給・水道業】 2
【教員（国立・公立）臨時採用】 2 東北電力株式会社 （宮城県）
福島大学附属中学校 （福島県） 東京電力株式会社 （東京都）
岩手県公立学校 （岩手県） 【情報通信業】 5

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 （宮城県）
コナミデジタルエンタテインメント株式会社 （東京都）
凸版印刷株式会社 （東京都）

会　社　名　等 修了者数 株式会社アルゴグラフィックス （東京都）
【運輸業・郵便業】 1 株式会社アルトナー （神奈川県）

株式会社ロジクエスト （東京都） 2
【小売業】 1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 （福島県）
株式会社薬王堂 （福島県） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 （茨城県）

5
陸奥テックコンサルタント株式会社 （福島県）
オルガノ株式会社 （東京都）

修了者数 三井共同建設コンサルタント株式会社 （東京都）
【サービス業（その他）】 1 八千代エンジニヤリング株式会社 （東京都）
株式会社アウトソーシングテクノロジー （東京都） 株式会社ＮＪＳ （東京都）
【進学】 1 【教育、学習支援業（その他）】 1
福島大学大学院経済学研究科 （福島県） 一般社団法人Ｂｒｉｄｇｅ　ｆｏｒ　Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ （福島県）

【公務員（地方）】 1
福島県（化学） （福島県）
【教員（国立・公立）臨時採用】 1

修了者数 栃木県公立学校 （栃木県）
1 【進学】 2

三菱マテリアル株式会社 （東京都） 福島大学大学院共生システム理工学研究科博士後期課程 （福島県）
1

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 （茨城県）
1

株式会社環境総合テクノス （大阪府） 修了者数
【進学】 1 1
福島大学大学院共生システム理工学研究科博士後期課程（福島県） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 （福島県）

【教員（国立・公立）臨時採用】 1
筑波大学 （茨城県）

修了者数
【建設業】 1
株式会社興和 （新潟県）

2
日本ケミファ株式会社 （埼玉県）
アイカ工業株式会社 （愛知県）

1
日本軽金属株式会社 （静岡県）
【製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業）】

【学術研究、専門・技術サービス業（学術・開発研究機関）】

【共生システム理工学研究科（博士前期）】
会　社　名　等

【製造業（化学工業・石油・石炭製品製造業）】

会　社　名　等
【製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業）】

【学術研究、専門・技術サービス業（学術・開発研究機関）】

【共生システム理工学研究科（博士後期）】【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】
会　社　名　等

【地域政策科学研究科】

【学術研究、専門・技術サービス業（学術・開発研究機関）】

【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】

【経済学研究科】
会　社　名　等

【共生システム理工学研究科（修士）】

【人間発達文化研究科】 【共生システム理工学研究科（博士前期）】続き

会　社　名　等 会　社　名　等
【製造業（はん用・生産用・業務用機械器具製造業）】

【製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造業）】

令和２年度　大学院修了者　就職・進学先一覧


